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出
席
報
告 

ゲスト 0名 ビジター 2名 会員 24名 

欠席 7(免除者 1名) 出席率 73.91％ 

前回の修正出席率 90.91 前々回の修正出席率 100.00％ 

 

 

会 長 挨 拶 

会 長 佐藤 泰文  

幹 事 山本 明峰 

第 ２５９６回 例会 
平成２７年８月７日（金） 
天候 晴れ 
合唱 君が代 

手に手つないで 
   四つのテスト 

事務所 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 566湯河原温泉観光協会内 
TEL 0465(64)1234 FAX 0465(63)1716 

例会場 静岡県熱海市泉 107 ニューウェルシティ湯河原 
TEL 0465(63)3721 FAX 0465(63)6401 

例会日 毎週金曜日  １２：３０～１３：３０ 

ガバナーより 
1．田中作治様より著書の贈呈です。さらに必要な 
方は各自ご注文下さい。 

2．ロータリー財団奨学生の募集が始まりました。 
応募したい学生からの問い合わせがありました 
ら、宜しくお願い致します。 

3．2015年 第 2780地区 地区大会 
10月 24日(土)  
会長･幹事会        12:30～14:20 
地区指導者育成ｾﾐﾅｰ     14:30～16:55 
RI会長代理を囲む歓迎晩餐会 17:30～19:30 
会場:大磯プリンスホテル 

10月 25日(日)  
本会議           12:30～17:45 
会場:茅ヶ崎市民文化会館大ホール 
大懇親会   18:00～19:00 
会場：茅ヶ崎市総合体育館 

      回答期限:9月 10日(金) 
連絡事項 
1．次週の例会は休会となります。２１日はガバナー 
公式訪問ですので、宜しくお願い致します。 

事前メークアップ 0名 

 会長になり一ヶ月が過ぎました。７月はお盆月で４
回の例会のうち職業奉仕で２回欠席してしまいまし
た。ロータリーは例会の出席を重んじることが大事で
あることはご承知の通りです。私が入会した頃、当ク
ラブは出席率 100％を誇る優秀クラブで、欠席をすると
必ずメーキャップをしました。メーキャップすると、
お話が出来なかった人と親しく話せたりして、さらな
る友情の輪が広がりロータリーの有り難きご縁を感じ
ます。 
今月の理事会報告をします。 
① 助成金・賛助金拠出について 

   湯河原温泉観光協会「納涼縁日」 ３万円 
     ゆがわら国際交流会             １万円 
     立山クラブへ外来種除去費       ５万円 
     土 肥 会             昨年同額 
② 湯河原町町政６０周年記念事業について 

   来年の「梅の宴」のイベントの「醍醐寺桜」の 
植栽事業を当クラブ55周年の記念行事として前倒 
しでこれに充てる 

21日はカバナー公式訪問です。よろしくお願いいたし
ます。 

幹 事 報 告 

ビジター   

第９グループガバナー補佐 石崎孝君（小田原城北ＲＣ） 

ガバナー補佐アシスタント 金山一美君（小田原城北ＲＣ） 
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スマイルＢＯＸ 

第９グループガバナー補佐 石崎 孝君 

本日は、金山アシスタントと共にお世話になります。 

よろしくお願い致します。 

西山 敦君 ８月１日･２日、五所神社例祭が無事終了 

致しました。 

高知尾朝行君･小松雄成君･伊藤伸之君･杉山茂久君･佐
東丈介君･佐藤泰文君･高杉尚男君･高橋延幸君･渡辺久
恭君･神谷一博君･望月博文君･石倉幸久君･石川博君･深
澤昌光君･石田浩二君･室伏学君 

五所神社例祭が無事終了したので宮下、宮上、泉の 

人は全員スマイル 

広島･長崎に原爆が投下されて７０年を迎えるので全員
でスマイル 

公式訪問前 AG訪問資料 

第 9 グループ AG 石崎孝 
8 月 21 日に開催予定されておりますガバナー公式訪問に先

立ち、RI 会長方針をはじめ、ガバナーのお人柄、地区方針を
会員皆様にお伝えするために、訪問致しました。 

 
1.RI テーマと会長のご紹介 

2015～2016 年度 RI 会長 ラビンドラン 
テーマ「Be a gift to the word」 
和訳「世界へのプレゼントになろう」 
地位や身分の上にもかかわらず、才能、知識、能力、 
努力そして献身と熱意など、誰でもあたえることができ 
る何かを持っているはずです。ロータリアンは、ロータ 
リーを通じて、これらを世界にプレゼントすることです。 
もう少し、わかりやすく申し上げますと、「ロータリアン 
自身の才能、知識、能力、努力そして献身、熱意など、 
社会に・世界に役立つ奉仕を実践しましょう」という 
ことです。 
RI 会長・ラビンドランの国はスリランカ、所属はコロン 
ボロータリークラブ、会社は紅茶等に使用されている 
ティーバック製造で世界をリードされている上場企業で 
す。 

2.カバナー紹介及び地区方針について 
田中賢三ガバナー 昭和 19 年 2 月生まれ 71 歳 
住所 鎌倉市七里ヶ浜 江ノ電県立鎌倉高校駅下車 
学歴 明治大学機械工学科卒 昭和 42 年 
職業 日本精麦株式会社 会長 
茅ヶ崎商工会議所名誉会頭(9 年間会頭後) 
一般社団法人茅ヶ崎観光協会会長 ほか 
ロータリー歴 1989 年茅ヶ崎ロータリークラブ入会 今年 
で 26 年 
2003 年～2004 年 茅ヶ崎ロータリークラブ会長 
趣味 酒・タバコ 30 代後半に止められた。ゴルフは、 
10 年で止められた。 
60 歳から油絵を始められ、11 年間で 85 作、主に海外の 
風景が多い。早朝のジョギング朝 4 時 45 分に目覚ましが 
鳴るができない日が多い。それから読書、以上です。 
商工会議所の会頭を長年お勤めになられた関係か、経済人 
そして現実的で組織を大切にされる常識人、人を大切に 
され余計なことは言われません。常に現状のままで良いの 
ではなく、一歩でも二歩でも前に進む改革の志をお持ちの 
方と思います。でもなく、事業に対しても努力をすること、 
常に向上心をもって、ロータリー（原点）について学び、 
関わりを深めて奉仕の実践をすることと、私は理解して 
おります。地区方針の説明には以下のように書かれており 
ます。 
 
 

「ロータリー精神・ロータリーの原点を再度勉強、 
確認し世界に、社会に、あるいは事業に、職業に 
もっと役に立つロータリー・ロータリアンを目指し 
ましょう。奉仕活動に積極的に参画、実践し多くの 
人々と親睦を深め、楽しく、もっと面白いロータリ 
ーを目指しましょう」という内容です。 
具体的な内容・重点項目について述べさせていただ 
きます。 
①奉仕活動 
②公共イメージの向上 (ロータリアン個人・ロータ 
リークラブ活動) 

③寄付の理解 
④会員増強 10 パーセント目標 
⑤RI 戦略計画の中核的価値観を出席や参加を多く 
して学ぼう 

⑥オンラインツールの利用促進 
⑦特別月間の変更を理解 
⑧ソウル国際大会参加推進 

 
3.公式訪問タイムスケジュールと内容について 
ガバナーは、基本的に例会開始 2 時間前までに各ク 
ラブ例会場に到着。10 時 30 分～11 時 00 分までは、 
ガバナーと AG の打合せ時間。その後、1 時間は、 
会長・幹事・執行部との懇談、12 時から各クラブ 
人選による懇談会 理事・地区出向者等各クラブで 
決めてください。12 時 30 分から通常例会 13 時から 
ガバナー卓話 
クラブ協議会は自由討論会としたい。時間は 13 時 
30 分～14 時 30 分まで 
テーマ クラブ活性化・増強・財団・公共イメージ・ 
5 大奉仕・米山奨学・ロータリー中核的価値観の中 
から各 3 つ程のテーマを選んでいただきたい。 
クラブ協議会 進行及びコーデネイト 会長 
事前に質問者をテーマごとに決めておいてくださ 
い。 
5 年未満の会員を推奨したい。最後にガバナーの 
総評の時間を 15 分程度取ってください。 

 
4.IM について 
露木清勝 IM 実行委員長はじめ各クラブ選出の実行 
委員会で検討中 
日時 28 年 1 月 21 日 湯本富士屋ホテルにて開催 
講演会のみ決定しております。(オープン講演会予定) 
講師 中桐万里子さん  (二宮尊徳七代目子孫) 
1974 年東京都生まれ 慶応義塾大学環境情報学部卒 
その後京都大学大学院進学臨床教育学専攻 教育学 
博士号取得 
現在は、親子をつなぐ学びのスペース「リレイト」 
代表 
関西学院大学講師・国際二宮尊徳思想学会 常務理事 

 


